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特集 2 始めよう!ベイズ推定によるデータ解析

条件付自己回帰モデルによる空間自己相関を考慮した生物の分布データ解析
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Analyses for distributions of organisms considering spatial autocorrelation using the conditional autoregressive 

models. Keita Fukasawa (Graduate School ofEnvironment and Information Sciences， Yokohama National 

University， Japan Wildlife Research Center)， Fumiko Ishihama， Hiro戸lkiOguma， Tomomi Takeda， Akio Takenaka 

(National Institute for Environmental Studies)， Nobuyuki Tanaka (Forestry and Forest Product Research Institute) 

要旨.野外の生物の分布パターンは生育に適した環境の分布や限られた移動分散能力などの影響をうけるため、空間的

に集中した分布を持つことが多い。データ解析においてはこのような近隣地点簡の類似性「空間自己相関」を既知の環

境要因だけでは説明できないことが多く、近い地点同士ほど残差が類似する傾向がしばしば発生する。この近隣同士で

の残差の非独立性を考慮しないと、第一種の過誤や変数の効果の大きさを誤って推定する原因になることが知られてい

るが、これまでの空間自己相関への対処法は不十分なものが多く見られた。

近年、ベイズ推定に基づく空間統計学的手法とコンピュータの能力の向上によって、より現実的な仮定に基づいて空

間自己相関を扱うモデルが比較的簡単に利用できるようになっている。中でも、条件付き自己回帰モデルの一種である

Intrinsic CARモデルはフリーソフト WinBUGSで計算可能であり、生物の空間分布データの解析に適した特性を備えて

いる o Intrinsic CARモデルは f空間的ランダム効果」を導入することで隣接した地点潤の空間的な非独立性を表現する

ことが可能であると共に、推定された空間的ランダム効果のパターンからは対象種の分布パターンに影響を与える未知

の要因について推察することができる。空間ランダム効果は隣接した地点聞で類似するよう、事前分布によって定義さ

れ、類似の度合いは超パラメータによって制御されている。本稿では空間自己相関が生じるメカニズムとその問題点を

明らかにした上で、 IntrinsicCARモデルがどのように空間自己相関を表現しているのかを解説する。さらに、実例とし

て小笠原諸島における外来木本種アカギと渡良瀬遊水地における絶滅危倶種トネハナヤスリの分布データへの適用例を

紹介し、空間構造を考慮しない従来のモデルとの比較から IntrinsicCARモデルの活用の可能性について議論する O

キーワード:空間的自己相関、空間依存性、階層ベイズモデル、生育適地、マルコフチェーンモンテカルロ

はじめに

生物の空間分布を探る統計モデルは、外来種の防除に

おける分布拡大予測 (e.g.Beerling et al. 1995 ; Lippitt et al. 

2008)や総滅危慎種保全のための分布推定 (e.g.Wiser et 

al. 1998 ; Thomaes et al. 2008)、気候変動の影響予測 (e.g.

Attorre et al. 2007) など応用的な分野や、生物の分布規

定要因を探る解析モデルなど多岐に渡る分野で利用され
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ている (Vaughanand Ormerod 2003 ; Guisan and Thuiller 

2005)。こうしたモデルは、基本的に生物の分布が計測さ

れた環境条件によって規定されている、ということを前

提としている。

ところが、野外で生物を見ていると、生育している場

所と生育していない場所がそれぞれ空間的に集中してい

ることが多いのに気付く。近い場所は環境が似ていると

いうことがまず考えられるが、必ずしもそれだけではな

さそうで、 f同じような環境に見えるところでも、ある場

所ではまとまって生育しており、他の場所ではまったく
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(a) 

(b) 

(c) 

図1. (a)種子散布の偶然性による空間自己中目関の例。環境条件

はどこも同じなのに、たまたま種子が散布された地点の周り

にだけ、花の分布が集中している。ひとつのまとまりは l回

の種子散布イベントに依存しており、同じまとまりに含まれ

ている地点は独立な観察として扱うことが出来ない。 (b)種

子散布に土壌が乾いている(斜線部)という婆闘が重なった

場合。実際にはこと壌の乾燥度はこの植物の分布に影響してい

ないのだが、たまたま種子の散布された範聞と震なっていた

ために、効果があるかのように推定されてしまう。 (c)種子

散布と主主丈が低い(灰色部分)という環境要因が重なった場

合。草丈が低い場所がこの花にとっての生育適地だが、黒の

太線で囲った部分は、たまたま稜子が散布されなかったため

に生育していない。このような場所があるため、主主丈が低い

こと自体の効果が過小評価されてしまう。
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生育していない」ということも多い。対象とする生き物

がこのような空間的な構造を持っている場合、それぞれ

の調査地点で得られた生物のデータは、空間距離などに

応じて互いに連関があり、独立なデータとして扱うこと

ができない (Legendr巴 andLegendre 1998)。後で詳しく述

べるように、分布予測モデルを推定する際にこの空間的

な非独立性を無視すると、さまざまな問題が生じると考

えられる。しかし、これまではこれらの問題を扱う統計

手法が生態学の分野でよく知られていなかったり、計算

が大変であることなどから、分布予測モデルにおいて空

間構造に起因する問題が考慮されることがほとんどなか

った。空間的な構造の存在を明示的に記述する仕組みを

モデルに取り入れることにより、問題点を解消するだけ

でなく、生物の分布に影響を与える未知の要因の空間パ

ターンを生物の分布データから逆に推測することも可能

になると考えられる。

本稿では、野外でよく生じる空間的な構造「空間自己

相関」と、それに伴って生じる統計解析上の問題点をま

ず紹介し、その解決手法の 1つとして Intrinsicgaussian 

CARモデル (conditionalauto-regression model、条件付き

自己田帰モデル)について解説する。そして、外来樹木

アカギ (Bischo.βαjavanicaBlume) と絶滅危慎植物トネハ

ナヤスリ COphioglossumnamegatae M.Nishida et Kurita)の

分布予測モデルの 2つの事例を通して、生物の分布デー

タ解析における IntrinsicCARモデルの有用さについて考

察する。

空間自己相関とは

生き物の生育している場所と生育していない場所がそ

れぞれ空間的に集中している、というようにある変数の

値がお互いの距離に応じて連関をもっていることを「空

間自己相関 (spatialautocorrelation) Jと呼ぶ。環境要因と

生き物の関係ではなく、生き物がいるところの近くはや

はり生き物がいる、という関係だから「自己j相関という。

空間依存性 (spatiald巴pendence) も空間自己相関とほぼ同

じ意味で使われている。

このような集中した分布を生じる要因としてまず考え

られるのは、生物の移動分散能力が限られているという

ことである(図 la; Haining 1989 ; Legendre and Legendre 

1998 ; Peterson 2003)。たとえ適した環境条件が広い範閣

にあっても、既存の生息地から離れた場所には種子や胞

子などの散布体が届きにくいため、空間的に集中した分

布が生じうる (Schwarzet al. 2003; Bahn et al. 2008)。また、
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表1.残差の空間自己棺関の様々な呼称(恥1illeret al. 2007 ; Diniz-Filho et al. 2003に従って作成)。

文献・分野 残差の空間自己相関のタイプ
空間スケール大・決定論的・ 空間スケール小・移動分散など
未知の環境要因に起因 生物自体に起因

Haini時 (1989) The first order e釘ect The sωo吋 ordereffect 

Anselin (1992) Nuisance spatial dependence Substantive spatial dependence 

Legendre and Legendre(1998) True gradient False gradient 

Miller et al. (2007) Spatial trend Spatial dependence， spatial autocorrelation 

Din包ーFilhoet al. (2003) lnduced spat凶 autocorrelation lnh悶 ntspat叫 autocorrelation

Fortin and Dale (2005) lnduced spatial autocorr巴latio也 dependence Spatial autocorrelation 

環境要因が近い場所では類似しがちなことや、他にも種

間競争 (Frelichet al. 1993)、撹乱、捕食、生物地理学的

な歴史、種分化など様々な理由で空間自己相聞は生じう

る (Mil1eret al. 2007)。空間自己相関はこのようにさまざ

まな要因によりさまざまな空間スケールで生じうるため、

スケールと要因によってタイプ分けするのが一般的だが、

呼び名は様々である(表 1; Miller et al. 2007)。

このようなタイプ分けはあるものの、統計解析で問題

を生じるかどうかは、空間自己相関のスケールやその要

因が生物学的なものか非生物学的なものであるかには関

係なく、"原因となる要因としくみが統計モデルの中に含

まれているかどうか"がポイントになる。生物のいる・

いないなどの状態を表す変数を yとする。ある地点 iで

の値yjは以下のように、

逆に、非生物学的な要国でも、たとえば自に見えない土

壌中の栄養塩など、想定していなかった要因が生き物の

分布に影響していてそれが空調的に集中していれば、残

差の自己相関が生じる。さらに、ある環境要因について、

その線形な効果がモデルに含まれていても、その非線形

な効果や他の変数との相互作用が含まれていなかったと

する。もし、非線形な効果や交互作用が生物の分布に影

響を与えているならば、残差の昌己相闘が生じてしまう。

ところで、 Legendreet al. (2002) は説明変数にある

空間自己相関を spatialdependence、残差にある空間自

己相関を spatialautocorrelationと呼ぴ分けている。しか

し、生態学の論文でこれらの用語を使い分けているもの

はほとんどなく、双方のタイプが混じり合って生じてい

る生き物の集中した分布パターン自体を指して、 spatial

autocorr巴lationや spatialdependenceという言葉をイ吏ってい

Y
j
=μy十 f(xj) + Ej (1) る例が大半を占める O そのため、本稿の中でも、これら

yの平均μyとその地点での説明変数X
j
の関数f(x)、およ

び残差E の和として表せる。注自するポイントは、"近い

ところは似ている"という空間パターンの原因がf(x)に

ある(説明する関数自体が空間的な構造を持っており、

その影響で応答変数に自己中日関が生じる)か、残差 Eに

ある(モデルで説明しきれない空間的な構造がある)か、

である。残差Eに空間自己相聞がある場合、この後で説

明するような様々な統計上の問題が生じる。l

移動分散は空間白己中目関を生じる生物学的要閣の代表

例だが、もしも統計モデル中に“外来種がはじめて導入

された場所からの距離"のような変数が含まれていれば、

移動分散は“モデルに含まれている要国"ということに

なり、残差の自己相関やそれにまつわる問題は生じない。

1 f(x)に空間自己相関がある場合に全く問題が生じないわけでは
ないが (Legendreet al. 2002)、残差に自己相関がある場合に比べ
て、その影響は軽微である。
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をまとめて空間自己相関と呼び、特に限定する場合に“残

差の空間自己相関"と呼ぶことにしたい。

空間自己相関がiJlき起こす問題

残差の空間自己柑関を考慮しない分布予測モデル

(GLMなど)では、第 l種の過誤(環境要因の効果が

ないのに、あると判定してしまう)が起きやすいこと

が以前から指摘されていた (Haining1989 ; Legendre and 

Legendre 1998)。有意差検定ではなくモデル選択が主流

になりつつある近年の状況を考えて言い換えるならば、

回帰係数など説明変数の効果の大きさを表す値が過大に

推定されたり、その信頼区間のi隔が過小になったりす

る、ということである O このようなバイアスが生じるの

は、近接していて独立でない複数の地点のデータを、あ

たかも独立で、あるかのように扱ってしまう、いわゆる

pseudoreplication (Hurlbert 1984) が主な原因である(関
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la)。この効果はモデルシミュレーションで確認されてお

り (Legendreet a1. 2002)、現実のデータでも、空間自己相

関を考慮したモデルとしないモデルを比較した場合には、

考慮、した場合のほうが有意な説明変数の数が減るという

報告が多い (e.g.Gelfand et a1. 2005 ; Latimer et a1. 2006) 0 

Pseudoreplicationの効果に加えて、モデルに含まれていな

い要因によって形成された分布パターンを、いまモデル

に含まれている要因で無理やり説明しようとするために、

本来は影響のない要因の由帰係数を過大に推定している、

という場合もあるだろう(図 lb)。

空間自己相関を考慮していない場合に環境要因の効果

の大きさが過小推定されている事例も報告されている

(Kei社 eta1. 2002)。その仕組みは、たとえば種子散布など

の影響で、好適な環境条件にもかかわらず生物が分布し

ていない点があった(図 lc) ということが考えられる。

効果の過大推定・過小推定はどちらか一方だけでなく、

同時に起こりうる。そのため、空間自己棺関を考慮した

場合としない場合で変数の重要性の順位が入れ替わると

いう例も報告されている (Lichsteinet al. 2002 ; Tognelli 

and Kelt 2004)。

空間自己相関を考慮しないと、モデルの精度自体が低

下することも指摘されている (Latimeret al. 2006 ; Sims 

et al. 2008)。要因が未知の環境要因であっても生物学的

な移動分散などであっても、モデルで考躍されていない

なんらかの要閣が分布パターンに大きく影響することで、

空間自己相関は生じている。空間自己相関を考慮したモ

デルでは、これらの未知の要因によるノイズが適切に記

述されること、またモデjレに含まれている変数の効果に

ついても上記の推定バイアスが少なくなることが組み合

わさって、予測精度が向上すると考えられる。

問題への対処法

手持ちのデータを解析してみて、予測モデルの残差に

空間自己相関があることが明らかである場合、上記の問

題を避けるために対処が必要と考えられる (Kluteet al 

2002)。空間自己相関があるかどうかの検出には、 Moran、
IやGeary'scが通常用いられる。これらについては多く

の教科書やレピ、ユーが出版されているので (e.g.Sokal and 

Oden 1978; CliffandOrd 1981; LegendreandFortin 1989)、

ここではこれ以上の解説は割愛する。

残差の空間自己相関によって生じる開題への対処の基

本的な方針は 3つ考えられる。 lつ目はデータを取る時

点での工夫である。どのように調査地点を配したらよい
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かについてシミュレーション研究などが行われているが、

基本的に、事前に空間自己相関のスケールを把握してそ

れを越える間関で調査地点を設定するというプロセスを

必要とする。しかし、多くの場合には事前にこのような

情報を得ることは国難であるし、既存のデータを利用す

る際にはサンプリング方法で対処することはできない。

また、自己相関を避けるために広いサンプリング間掃を

取ると、その間賠以下のスケールで作用する重要な要因

(たとえば縄張りなど)があっても見逃してしまう可能性

がある。 2つ目はパラメータの有意差検定の際の工夫で、

基本的に上で述べた第 l種の過誤が起きることを防ぐも

のである。この方法は一定の効果はあるものの (Legendre

et al. 2002)、先に述べたように、生じる問題は必ずしも

第 l種の過誤だけではないし、空間自己相関を生じる複

数の要因があいまって複雑な影響を及ぼしている場合に

は、十分な対処が難しい。最後の 3つ目の方法は、モデ

ルの構造自体を残差の空間自己相関を考慮したものにす

るという方法である。この方法なら、自己相関の空間ス

ケールが事前にわかっていなくてもよいし、既存のデー

タを使う場合や第 l種の過誤以外の問題にも対応できる

ので、分布モデルを作成する場合に最も望ましい対処法

といえる (Vaughanand Ormerod 2003 ; Guisan and Thuiller 

2005)。
モデルの構造自体を変えて残差の空間自己相関に対

処する方法を大きくタイプわけすると、1.空間座標を

モデルの説明変数に加える、 2. 近隣地点の従属変数

の値を距離などで重み付けして説明変数(自己共変量

autocovariate) として加える、 3. 近隣地点との類似性を

表す分散共分散行列を用いて空間的な構造を持った誤差

を考慮する、 4 空間自己相関を生じる要国(移動分散プ

ロセスなど)をモデルに組み込む、の 4つがある O

このうち 1・2は対症療法的な方法であり、本来の意

味で空間自己相関を考慮したことにならず、実際にデー

タの空間自己棺関を記述しきることが出来ないようであ

る (Dormannet al. 2007) 0 具体的に何が問題であるかと

いうと、 1は、空間座標は絶対的な値であるが、空間自

己相関で問題になるのは相対的な位置関係であり、本質

的に異なる。しかも、大きな空間スケールのパターンし

か捉えられないため、小さい空間スケールでの自己相関

が残ってしまう。たとえば、空間座標の一次の効果だけ

しかモデルに入っていなければ、調査区全体で単調に増

加または減少するようなパターンしか記述できない。 2

のautocovariateを用いる方法は、自己相関を除ききれな

いばかりか、考慮しない場合以上にパラメータ推定のパ
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イアスを大きくしてしまうようである (Dor‘-m

しかし、空間自己相関に対処したとしている研究は、対

処法 2を用いている例がまだ多い (Table1 in Miller et aL 

2007)。この方法が通常の GeneralizedLinear Modelを扱え

るソフトウェアで分析できるという簡便性のためと思わ

れる。残る 2つの方法のうち、対処法 4は、空間自己相

関を生じる要因が生物学的にはっきりしている場合には

もっとも適切な対応だが、実際には要因が事前にわかっ

ているケースは多くないと思われる O これに対して、対

処法3は要因がわからずとも使え、統計学的に正しく空

間自己相関を扱うことができる。ただし、対処法 3はモ

デル推定に用いた地域の外側での予測には不向きという

弱点があり、応用範留の広さでは対処法4が勝る。対処

法3でまず分析を進め、その結果あきらかになった残差

の空間構造を手がかりに現象を解明する調査を行い、そ

の後にその要因を組み込んでL対処法 4の分析を行う、と

いうのが現実的で、建設的な対応と思われる。

本稿で紹介する IntrinsicCARモデルは、対処法 3の手

法の 1つである。なお、対処法3に分類される方法には

これ以外にもさまざまなものがある。手法によって、使

用できる前提条件、得意な空間スケールや計算にかかる

労力、データが不完全な場合にも安定した結果が得られ

るかどうかなどに違いがあると考えられるが、まだどの

手法が一番良いという結論は出ていないのが現状であ

る。現時点で出ている最も詳しい手法比較の文献として、

Dormann et aL (2007)があるので、参考にして頂きたい。

Intrinsic CARモデルとは

近年、生態学の研究においてもよく利用されるように

なってきている IntrinsicCARモデルは、 GLMと組み合

わせることで様々な誤差分布を持つデータに適用するこ

とができ、フリーソフト WinBUGSで推定計算が可能で

あるというメリットカfある。また、メッシュテゃータのよ

うに面的なデータを扱いやすい構造になっており、サン

プル数が多い場合でも推定計算の速度が比較的速いため、

生物の空間分布データの解析において強力なツールとな

るだろう。ここでは、 IntrinsicCARモデルの構造につい

て解説し、ベイズ統計学の考え方(深津・角谷 2009を参

照)がその推定にどのように生かされているか概説する。

ロジスティック屈帰モデル

分布データから生育適地を予測するモデルとして一般

化線形モデル (GLM) がよく用いられてきた (Guisan

and Zimm巴rman2000)。生物の分布データは、一般におの

おのの地点における対象生物の在不在として得られるこ

とが多いので、ここでは 2値反応データ向けの GLMで

あるロジスティック回帰モデルを例に説明する O ロジス

ティック回帰モデルは、以下の式 (2) のように表すこと

ができる。

P; =-吋x{ートムがJJ
(2) 

P;は地点 iにおける出現確率、 Xυ は地点 iにおける説明変

数jの値、 s
j
はそれに対応する由帰係数、 αは切片パラ

メータである。説明変数の項は、一般に画定効果 (Fixed

effect，久保 2009も参照)と呼ばれる。

一般に、 GLMのパラメータ推定には最尤法が用いられ

る。最尤法では、あるモデルを仮定したときに実際に観

察されたデータが得られる確率を考える。この確率が高

いほどモデルがデータにょくさ当てはまっている(すなわ

ち、尤もらしい)とみなすことができるため、尤度と呼

ばれる。 GLMの推定においては、この尤度が最大になる

ようにパラメータの値を決定している(詳しくは、久保・

粕谷 (2006) を参照)。

Intrinsic CARモデルのしくみ r滑らかさJと f当ては

まりの良さjを両立させる

空間的な非独立性の問題に対処するには、測定した要

困だけでは説明できない地点潤の相関構造を明示的に導

入する必要がある。そこで、既知の要因の効果に空間構

造に依存する項「空間的ランダム効巣J(久保 2009も参照)

を加えたモデルを考える。いわば国定効果に空間的ラン

ダム効果ρtを加えた GLMの拡張型で、ここではロジス

ティック回帰モデル(式 2) に空間的ランダム効果を導

入したモデル(式 3) を考える。

ρ
 

+
 

β
リ

X
削
叫変

す
ト
】
糊

一

+
一
α

一

却
一

+

p
 

(3) 

空間的ランダム効果ρtは地点ごとに異なる値をとるが、

空間的な相関を持つ項である。測定された要閣から予測

されるよりも生物が出現しにくい場所では負の値、その

逆であれば正の値をとる。

ここで、空間的ランダム効果がどのような性質を持っ

かを説明するため、ライントランセクトのような l列に

配置された在不在データ(図 2(a))が与えられたとする。
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在↑ トトト(
不在

(b) 

様トべ
告書 i 

母
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図2. (a) トランセクト状に等間隔に富己主主された格子における、

植物種の在不在データの例。横軸は空間的な位置関係を表す。

(b)滑らかさと当てはまりの良さのトレードオフの模式図。

白抜きの丸および黒線、は在不在データに対して当てはめた折

れ線である O 滑らかさを求めなければデータへの当てはまり

を非常にょくすることが可能である。一方、滑らかさを求め

ると、当てはまりは悪くなる。

空間ランダム項は近い地点同士では似たような債をとる

ので、その分布図を描くと滑らかになるはずである。そ

こで、図 2の在・不在の分布を空間的に滑らかな折れ線

でその出現確率を推定するという問題を考える。折れ線

は個々の地点における空間的ランダム効果の点推定値 2

であり、式 3の説明変数がないモデルに相当する。この

とき、折れ線の滑らかさを変えていくと、国 2(b)のよう

に異なる推定が得られるだろう。滑らかさという制約が

全くない場合、個々の地点のランダム効果の値はデータ

に最も合致するように推定される。この場合、データに

対する当てはまりはよくなるが、空間的ランダム効果に

求められるような滑らかなパターンは実現しない。一方、

最も滑らかな場合を考えると、それは全ての地点でラン

ダム効果の値が等しいときであるということになる。 し

2ベイズモデルの点推定値としては、マルコフチェーンモンテカ
ルロ法(山道・角谷2009を参照)により得られた事後分布から
のサンフ。ルの平均値(事後平均)や中央値が用いられることが
多い。

176 

かし、これではデータに対する当てはまりは非常に悪い。

このように、空間的ランダム効果の滑らかさと当てはま

りの良さの時にはトレードオフがあり、データに適った

望ましい推定値はこれらの極端な 2つの例の聞のどこか

にあると考えるのが自然で、ある。

滑らかさをモデル化する方法には様々なものがあるが、

Intrinsic CARモデルでは個々の地点のρについて、隣接

する地点と似ているという局所的な類似性を表す事前分

布(事前分布については深浮・角谷 2009を参照)を与

えることでそれを表現している。個々の地点に隣接する

地点は「近傍点jと呼ばれ、図 2のようなラインの場合

は両倶~ 2地点、面的なメッシユデータの場合は上下左右

の4点ないしはそれに斜めも加えた 8点を近傍点とする

ことが多い。どのような近傍点を選ぶかはユーザーに委

ねられている。ランダム効果のパターンが滑らかである

ほど偲々の地点のpは近傍点のpの平均に近くなるため、

Intrinsic CARモデルではρの事前分布として「期待値が

近傍点のpの重み付け平均となる 3正規分布jを与えて

いる。この事前分布はその地点自身以外の地点のランダ

ム効果ρィが与えられたときの条件付き確率分布となり、

次のように表される (Latimer巴tal. 2006)。

I J ，，_" a ρ 庁 2 I 
ρ，Ip-i -NI =ι」ムム，ニ-IJ>̂i (4) 

j εδzは、地点jが地点 iの近傍点である(とユーザーが

指定している)場合だけ、計算に加えるということを表

している。 aijはすべての隣接した地点 iとjの問のつなが

りの強さに関する重み係数であり、 α什は地点 iの近傍点

すべてについての重み係数の和である O 実際には (4)式

の条件付き事前分布の期待値は近傍点の平均になると仮

定されることが多く、その場合は円を全て lとすればよ

い。条件付き事前分布の分散はPiが近傍点の平均からど

れくらいずれやすいかを表しており、これが小さいほど

空間的ランダム効果は滑らかなパターンとなる。そして、

条件付き事前分布の分散に比例するパラメータ d(条件

付き分散と呼ばれる)を変化させることで、空間的ラン

ダム効果の全体的な滑らかさを制御することができる。

すなわち、条件付き分散は空間的ランダム効果の超パラ

3 Intrinsic CARモデルでは、このように期待値を定めることで、
隣接地点との依存関係を回定し、単純化を行っている。そのた
め、モデル推定の際にユーザーが指定するデータが少なくて済
む。ただの CARモデルでは、ある地点の空間ランダム効果の期
待僚が隣接セルのランダム効果の値にどのていど依存するか国
定しないので、依存性を表すパラメータに対して適切な事前分
布を設定して推定する必要があり、また、地点ごとのばらつき
の大きさの違いを表現する行列を与える必要がある。
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メータ(深津・角谷 2009を参照)ということになる。こ

のように、 IntrinsicCARモデルは隣り向士の局所的な空

間相関を条件付き事前分布によって規定し、空間的ラン

ダム効果の滑らかさを超パラメータで制御したモデルで

ある。

ここで問題となるのは、どのようにして条件付き分散

の値を決めるのかということであるが、空間相関が未知

の要因によってもたらされる以上、当然ながらその滑ら

かさを決める条件付き分散の値に関する事前情報はない

ことが多い。そのようなときは、条件付き分散に無情報

事前分布を与えることで、データから条件付き分散の事

後分布を推定することができる。条件付き分散の事後分

布は、先に述べたようなデータへの当てはまりの良さと

空間的ランダム効果の滑らかさのバランスによって決ま

る。当てはまりはよいがランダム効果が滑らかでないと

きや、逆にランダム効果が滑らかすぎて当てはまりの悪

いときは事後確率が低くなるのである。

Intrinsic CARモデルの事後分布の推定には、数値計算

によるパラメータ推定の一手法であるマルコフ連鎖モン

テカルロ (MCMC)法(山道・角谷 2009を参照)が広

く用いられており、フリーソフト WinBUGS(http://www 

mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/、2009年6月 17B確認)により

行うことができる。また、 WinBUGSはデータの入力、モ

デルの記述、推定計算を Rから遠隔操作することが可能

である。 W胤inBUGSにおける IntrinsicCARモデルの記述方

法や Rからの操{作乍方法については久f保呆 (ω20∞09引)やそのサ

ポ一ト webpage (h泊加t抗tゆp:/μ/hosho 巴巴s.hokuda創l.aωcι.必/μ~ku油bo /ゐc巴d/ 

Ca凱rNorrr‘:ma叫alExamp1e己.htm1，、 2却00仰9年6月 17B確認)を参照

されるとよいだろう。久保記事の例では l次元のデータ

を扱っているが、生物の分布データのような 2次元のデ

ータに拡張する場合もモデルの記述は共通で、あり、空間

構造を記述する引数(久保 2009においては Adj[ l， Num[ 

]の 2つがそれに当たる)を変更するだけでよい。空間

構造を記述する引数を各地点の xy座標から作成する Rの

スクリプトを、生態学会企間集会「始めよう!ベイズ推

定によるデータ解析Jのサポート webpage (http://tombo. 

sub伊/bayes.htm1、2009年6月 17日確認)で公開している O

Intrinsic CARモデルの使い道

生物の空間分布データ解析において、統計モデルは大

きく分けて 2つの使い道が考えられる。 1つは生物の分

布パターンから、何らかの規則性を発見することを目指

す場合である。このような場合、 IntrinsicCARモデルは

空間的自己相闘が引き起こすパラメータ推定上の様々な
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問題を解決し、環境や散布源からの距離などあらかじめ

考慮した要因の効果を適切に推定できると期待される。

さらに、空間的ランダム効果の空間パターンから、対象

生物の分布パターンに影響を与える未知の要因を推測で

きることもあるだろう。

もう lつのモデルの使い道は、生物の分布パターンの

予測に用いることだ。解析に用いたデータの分布範囲内

では、 IntrinsicCARモデルは面データの一部が欠けるな

どの空間的な欠測に対しでも頑強な予測が可能であると

いうメリットがある(久保 2009)。しかしながら、空間

的ランダム効果の値は解析に用いた範囲でしか推定でき

ない。そのため、空間ランダム効果の値が大きいときには、

分布データのない他の地域の予測にモデルを適用するの

は難しい。ランダム効果が大きいということは、なんら

かの測定していない要因が分布に大きく影響しているこ

とを示しているからである。

アカギ分布予測

外来生物の管理においては、どの地域を優先的に管理

するかという空間的な戦略がコストパフォーマンスに大

きく影響する(例えば、 Tay10rand Hastings 2004)。対象

となる外来生物が侵入しやすい環境条件を明らかにする

ことは、これ以上の分布拡大を未然に防ぐための効果的

な戦略を立てることにつながるだろう。そのような解析

には外来生物の空間分布データが用いられることが多い

が、外来生物の分布域は好適環境が不均一に分布する景

観における分布拡大の結果であるため、適切な推論のた

めには好適環境の分布の影響だけでなく、移動や散布制

限の効果をデータに基づいて分けて評価する必要がある。

その評価には、既知の環境要因や散布源からの距離で外

来種の分布域を説明するモデル (Have1et al. 2002 ; Leung 

and Mandrak 2007 ; Fukasawa et al. in press)が用いられる

ことが多い。このようなモデルに空間自己相関の存在を

明示することができれば、未知の環境要因のパターンや

距離依存でない散布プロセスに関するより多くの情報を

得ることができるだろう。

1つ自の事例においては、小笠原諸島母島の外来樹木

アカギを対象に、 IntrinsicCARモデルと従来のロジステ

ィック回帰モデルを用いたモデルを構築し、予測精度や

環境・散布の効果の検出力を比較する。そして、 Intrinsic

CARモデルにより推定された空間的ランダム効果の空間

パターンから、今後考慮すべき要因について考察する。
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(a) (b) 

凶 3. (a) 1977年アカギ分布域(豊田武司未発表)、 (b)2003 

年アカギ分布域(環境省 2004;林野庁・林野弘済会 2004)。

黒色が在地点を表す。

多量の果実をつけるため高い散布能力を持ち、実生の耐

陰性も高い。アカギが優占する森林は在来種の多様性が

非常に低下するので(豊田・河関 2005)、その駆除が急

務である。 2002年以降、林野庁と環境省によるアカギの

駆徐が開始され、将来的には全島からの根絶を目指して

いる。

解析に使用したデータ

アカギの林冠個体の分布は 2003年に撮影された航空写

真の判読により作成された(図 3(b)，環境省 2004:林野庁・

林野弘済会 2004)。アカギの林冠の判読では、 0.1ha以上

のアカギ優占パッチの位置・形状・アカギ{憂占度をマッ

ピングし、山頂から撮影した現地写真により精度の向上

を図った。現地における毎木調査により判読の精度を検

証した結果、航空写真から得られたアカギ密度は現地測

定の結果におおむね適合していた。解析の際には、分布

調査地 データを ArcGISにより 10mメッシュのラスターデータ

小笠原は、聾島列島、父島列島、母島列島、火山列島 に変換し、アカギ優占パッチが含まれるセルを在、それ

からなる海洋島で、地理的な稿離により固有の進化を遂 以外のセルを不在とした。しかしながら、 10mメッシュ

げた生物種が高い割合で分布しており、高等植物種では

40%、木本種では 70%が小笠原諸島固有であることが知

られている(豊田 1981)。その学術的貴重さから、 2007

年に世界遺産暫定リストに登録されている。小笠原諸島

母鳥 (N26
0

39¥E142
0

9')は日本本土から南方 1，000kmに

ある亜熱帯海洋鳥である O 面積は 20.21km
2で南北に組長

い形状で、 300~ 400m級の稜線を持つ急峻な烏である。

アカギは沖縄から東南アジアに原産するトウダイグサ

科の雌雄異株性高木種で、 1930年頃に薪炭用樹種として

母島に試験的に導入された。その擦には、母島の中部か

ら南部にかけての数筒月Iyにわずかな植栽が行われたのみ

であった。第 2次世界大戦後 24年間 (1945~ 1968) に

わたりアメリカによる統治を受けて無人状態となったこ

ともあり、戦前からアメリカ統治時代にかけてのアカギ

の消長に関する記録は得られていない。返還後の 1977年

にはアカギが定着した一部の植栽地の周簡でわずかな分

布拡大が見られたが、その範囲はまだ限られていた(図

3 (a))。しかし、 1980年代以降に急速に分布を拡大し、

2003年には島の 14%の面積がアカギ優占林に変化した

(閤 3(b))o1983年の大型台風による撹乱がその引き金に

なったとも言われている (Shimizu2003) 0 光環境の変化

に対する光合成馴化能力と強光下における成長速度、ま

た最大樹高が他の樹種より高いために、撹乱後に急速な

分布拡大を果たし、広大な優占林を形成したと考えられ

る。さらに、アカギは固有種オガサワラヒヨドリが好む
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のデータを用いた際、 WinBUGSによる IntrinsicCARモデ

ルの推定計算中にメモリがオーバーフローを起こしてし

まったため(過大な地点数(195，520点)によるものと思

われる)、 100mメッシュ(以下、大メッシュと呼ぶ)の

ラスターに集計して、それに含まれる 10mメッシュ(以

下、小メッシュと呼ぶ)の在セル数をカウントした。大

メッシュのセル数は全体で 2，321点となった。

説明変数となる環境要因として、標高・傾斜角度・集

水域面積・スカイラインの 4要因を用いた。いずれの要

因も 10mメッシュ DEM(北海道地図社製)より計算し

た後、大メッシュのセルごとにその平均値を集計した。

集水域面積は「各セルの上流側にある流域に含まれる小

メッシュのセjレ数」として表される水環境の指標で、あり、

ArcGIS9.1のエクステンション“Spatialanalys( を用いて

計算した (ESRI，New York)。集水域面積の値の分布は右

に長く裾を引くゆがんだ分布であるため、 1を加えて対

数変換することでそれを補正した。スカイラインは 8方

位のうち、対象のセルより高い地点がある方位の数であ

り、地形による遮蔽を表す指標である。

現在のアカギ分布域は、環境要国だけでなく、過去の

分布域からの分布拡大プロセスによっても影響を受け

る (Fukasawaet al. in press)。散布制捜の効果の指標とし

て、本研究においては 1977年アカギ分布域(図 3(a)，豊

田武司未発表)からの距離を用いた。 1977年のアカギ分

布域は、亜高木層以上の偲体の位霞をマッピングしたも
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のである O これをポリゴンデータにデジタイズした後、

ArcGIS 9.1を用いて各セルに対する最短距離を計算した。

データ解析

本研究では、ロジスティック回帰モデルと、それに空

間的ランダム効果を加えた IntrinsicCARモデルを用いて

2003年におけるアカギ存在割合(大メッシュセルごとの

アカギ在小メッシュセル都合)を 4つの環境要国と 1977

年分布域からの最短距離で説明した。 2003年アカギ分布

データは大メッシュのセルに含まれる在セル数であるた

め、二項分布に従うと考えられる(大メッシュセルあた

りの小メッシュセル数は多くの場所では 100となるが、

海岸に菌する場所では海の部分が欠ける)。推論をシンプ

ルにするため、ロジスティック回帰モデル、 IntrinsicCAR 

モデルともに 2次以上の項や交互作用は考慮しなかった。

また、同じ変数のセットにおける回帰係数のモデル間比

較を行うため、モデル選択は行わず、会変数を用いた解

析を行った。

事後分布の推定は 2つのモデルともに WinBUGS 1.42 

を用いたギブスサンプリング (MCMC法の一種)により

行った。 2つのモデルにおける切片パラメータ・回帰係

数がどんな値を取るかは前もってはわかっていないので、

どちらも平均 0、分散 100の正規分布をほぼ縛りのない

事前分布(無情報事前分布)として適用し、 IntrinsicCAR 

モデルの条件付き分散の事前分布に関しでも適切ななめ

らかさはわかっていないので、その逆数に平均 1、分散

100の無情報ガンマ分布を適用した。

モデルの記述力の評価には、 DIC(D巴Vlanc巴 information

criteria; Spiegelhalter et al. 2002)を用いた。 DICはAIC(赤

池情報量基準，Akaike information criteria) に類似した指標

で、モデルの尤度の高さとパラメータ数の少なさを合わ

せてモデルの良さを評価する指標である。ランダム効果

を含んだ階層的なモデルでは、有効なパラメータの数が

実際にはわからない。 DICはパラメータ数を推定して計

算する指標なので、このような場合によく使われる。

結果と考察

ロジスティック回帰モデルにより予測された分布確

率(事後平均)は実測値と大きく異なっていた一方、

Intrinsic CARモデルの分布確率は実樹値とほぼ一致して

いた(図的。 IntrinsicCARモデルの当てはまりの良さは、

未知の要閣によるぱらつきが空間的ランダム効果によっ

て吸収されたために得られたものであろう。また、ロジ

スティック由帰モデルの DICは60779であったのに対し、

179 

(a) 

o 
o 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

5号;則壇{在小メッシュ数f全小メッンュ故)

型
原三

∞ 。

fト虫
色
緑

色ぎ:;
J号ロ

求
N 

O 

o 
o 

(b) 

... 
〆

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

2記沼IJi百{在小メッムノユ封f全'1、メッシ斗担)

図4. 実測値(大メッシュごとの小メッシュ在地点比率)と分布

確率予測値の比較。 (a) ロジスティック回帰モデルによる予

測値、 (b)Intrinsic CARモデルによる予測値。点線はy=x

を示している。
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図5.モデルから予測された分布確率(事後平均)の空間分布。 (a)

ロジスティック悶帰モデルによる予測値、 (b)Intrinsic CAR 

モデルによる予測値。

Intrinsic CARモデルの DICは6194であった。このことか

ら、アカギの分布域は既知の要因だけでなく何らかの別

の要因の影響を強くうけていると考えられた。モデルに

よって予測されたアカギの分布確事の空間パターン(図5)

もモデjレ隠で大きく異なり、ロジスティック回帰では実

際の分布パターンよりもぼやけたパターンが予測された。

推定された回帰係数の事後分布はモデル伺で大きく異

なり、変数の重要さの順位も異なった(図 6)。特に、襟

高と 1977年分布域からの距離の効果は IntrinsicCARモ

デjレで顕著に強くなっていた。しかし、スカイラインの
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図6 回帰係数の事後平均および95%信用区間。 5つの説明変数

について、ロジスティック回帰モデルの推定値(左側、自丸)

とIntrinsicCARモデルの推定値(右側、黒丸)を示している。

効果については逆に弱くなっており、 95%信用区間は O

をまたいでいた。これまでの研究(三上・小池 2005; 

Fukasawa et al. in press) においても、アカギの分布パター

ンは標高と正の相闘があることがわかっている。母島の

高標高域は雲のかかる頻度が高く、湿度が高いことが多

い。また、海からの潮風の影響を受けにくいため、アカ

ギにとって侵入しやすいハピタットであると考えられる。

過去の分布域からの距離はアカギの分布に対して負の効

采を与えており、種子供給の制約がアカギの分布を規定

する重要な要閣であることが推測された。また、全ての

回帰係数の 95%信用区間は IntrinsicCARモデルの方が幅

広かったが、これは「未知の要因の存在下で、環境が分

布パターンに与える効果を特定するには不確実性を伴う」

ということを意味している。同様の現象は、久保・粕谷

(2006) によるダミーデータを用いた一般化線形混合モデ

ルと一般化線形モデルの比較においても確認されている。

ロジスティック回帰モデルは未知の要因がないことを仮

定しているために信用区間が狭いが、空間自己相関を無

視することによるバイアスを受けている可能性があるこ

とは先に述べたとおりである。

空間的ランダム効果推定値を面的に国示することで、

アカギの分布パターンに影響を与える未知の要因につい

て推測することができる。アカギの空間的ランダム効果

は、全体としては島の西側で正の値、東側で負の偵をと

りやすい傾向があった(国 7)。また、よりローカルなス

ケールでは、南から東に面した斜面で負の債となりやす

い傾向が見られた。これは、小笠原諸島において卓越す

N+s 

仁コ〈田3.87(-1S0)

開 3.87開 3.87(什 SO)

>3.87 

図7. Intrinsic CARモデルにより推定された空間的ランダム効果

の事後王子均。空間的ランダム効果全体の l標準偏差を閥値と

して、白色の地域は負の値、濃灰色の地域は正の値、務灰色

の地域は 0に近い地域を示している。地形との対応関係がわ

かりやすいように、標高を 100m隠隔の等高線として図示し

た。

る南東風が直接あたる斜面でアカギの生育が臨害される

ことが版困と推測できる。

南東風に晒される母島南半島部(南崎)では空間ラン

ダム効果推定値が全般に低くなったが、南崎の南端部に

ランダム効果が正の値をとる地点がわずかに見られた。

この場所には 2003年にわずかにアカギが分布していた。

この場所は 1977年の林冠木の分布域からは遠く、アカギ

の生育に不適な低標高域の海岸沿いであるため、北から

の散布種子由来の新たな侵入個体群とは考えにくい。ま

た、この付近には戦前のアカギ植栽地があったことが報

告されている(林野庁 1994)。高木・亜高木層のみを対

象とした 1977年のアカギ分布調査においては記載されな

かったが、母島南端のアカギは戦前の植栽個体由来のも

のである可能性も考えられる。

得られた結果からアカギの潜在的な生息適地の分布を

予測するには、散布の効果を除いて、環境の効果と主に

風衝の効果を表していると考えられる空間ランダム効果
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!翠 8. (a) i度良i頼遊水地の北西部にある第 3調節地(円で屈んだ部分)、 (b)第3調節地内の調査地点の分布。

だけで予測される分布確率を示すのが最もシンプルな方

法だろう。しかしながら、空間ランダム効果が何を反映

したものなのかを考えることが次の重要なステップとな

るはずである。推測された要国に関する仮説を立て、そ

れに基づいてデータを収集し、分散プロセスや散布後の

定着などを明示的にしたメカニスティックなモデルを構

築することが有効であると考えられる。それによって、

人為的な外来種管理などさまざまな条件の変化に対して

頑強な予測が可能になると考えられる。

湿地の絶滅危'倶植物の分布予測

絶滅危倶植物の保全対策を考える上では、その生育地

の分布を把握することが欠かせない。しかし、小型の革

本種などをあてもなく探すのはたいへん難しい。 2つ目

の事例では、航空機リモートセンシングの画像から、湿

地の絶滅危倶植物、トネハナヤスリの分布を推定するモ

デルを紹介する。

調査地

調査地である渡良瀬遊水地(東経 139度 41分、北緯

36度 14分、標高 14m) は栃木・茨城・群馬・埼玉の県

境にあり、面積が約 1，500haと本州で最大の湿地である。

草丈が 4m前後にもなるヨシ Phragmitesaustralis .オギ

Miscanthus saccharifolusが湿地の大半で優占種となってい

るが、一部には主にチガヤ lmperatacylindricαからなる草

丈 50cm ~ 1 mていどの地表面が比較的明るい場所もあ

る。毎年 3月下旬に行われる野焼きによってヨシやオギ

などのリターが取り除かれるので、 3 月末~5 月中旬に

かけて地表面まで明るい光環境が確保されている o 59種

もの絶滅危倶種・準絶滅危慎種が生育しているが(大和

田真澄私信)、治水のための工事もしばしば行われるた

め、絶滅危慎種の保全のための分布予測や生育環境の特

定が必要とされている。

遊水地の北西部にある第 3調節地(図 8a) で、植生調

査を 2006 年 .2007 年の二年間、 4 月下旬 ~5 月上旬に

行った。調査地点は、 2006年は南北方向に51いたライン

5本の上で植生の変わり日に設定し、 2007年は東西方向

のライン 7本上に約 20m間隔で設定した(関 8b)。調査

地点数は 2006年が 258地点、 2007年が 377地点である。

それぞれの地点で、 50cm X 50 cmの調査枠をおき、そ

の中に出現した植物種のうち、調査時期に間定が可能な

種を記録した。調査地点の座標は Trimble社の GPS (GPS 

Pathfinder ProXT) を用い、誤差約 50cm (2RMS)の精度

で記録した。

本稿で取り上げるトネハナヤスリは、渡良瀬遊水地に

181 



深津圭太ほか

広く分布する。ハナヤスリ科のシダ植物で、草丈が 10cm

前後の小型の植物である。環境省レッドリスト (http://

www.biodic.go.jp/rdb/rdb _ f.html、2009年 6月 17日確認)

で絶滅危倶穫 IB類とされ、栃木・千葉・大阪にのみ分布

する。野焼き直後の 4月上旬からいち早く展葉しはじめ、

場所によっては地表面を完全に覆うほどの密なパッチを

形成する。 5月には 15cmほどの高さの胞子葉を出し、 6

月、ヨシ (Phragmitesaustralis (Cav.) Trin. ex Steud.)やオ

ギ (Miscanthussacchariflorus (Maxim.) Benth.)が繁茂して

地表面が暗くなるころには地上部を枯らせて休眠に入る。

航空機撮影

航空機による撮影は、 2006年 4月 1日(可視域で RGB

の3バンドと近赤外NIRlバンド、合計4バンド)、 5月

5日 (RGBの3バンド)、 8月 5日 (RGBとNIRの4バ

ンド)に行った。全て解像度は 20cmである。 4月上旬は

野焼き直後で地表面が露出しているので、この時期の画

像を立体視することで地表面の高さ(地盤高)を推定す

ることができる(解像度 50cm) 0 5月上旬は植生調査を

行っている時期であることに加え、ヨシ・オギの展葉前

の時期であるため、これらより草丈の低い草本が直接線

影できる可能性がある。 8月にはヨシ・オギがほぼ最大

高に達する O この時期に撮影した航空写真から推定した

表面高と、 4月の地盤高との差をとることで草丈を推定

することが可能である(武田ほか未発表)。

データ解析

統計解析では、 2年間の調査のデータをプールして分

析を行った。トネハナヤスリは多年生革本で、 2年間で

分布が大きく変わる可能性は非常に低い。また、 2年間

で重複している調査地点はない。説明変数には、航空写

真からの情報のみを用いた。植生調査のデータは"点"

であるのに対し、航空写真のデータは面的に、ピクセル

ごとの値がある。解析の際には、調査地点周辺4ピクセ

ルの債を用いたパイリニア法による補間値を説明変数と

して用いた。

RGBの反射強度のデータについては、季節ごとに主成

分分析を行い、第 1~第 3 主成分までの値を求めて説明

変数として用いた。このほうが色味をよく表現できるこ

とと、各バンドの反射強度をそのまま用いると輝度(色

彩の明暗)の影響が強く、バンド向で高い相関(相関係数>

0.7)があることが理由である。最終的に用いた説明変数

は、4月.5月.8月のそれぞれの RGBの第 3主成分までと、

4月 .8月の近赤外の反射強度に加え、 8丹の草丈、 4月
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の地盤高、合わせて 13変数である。全ての説明変数は平

均が0、襟準偏差が lになるように標準化を行っている

ので、推定された回帰係数の大きさをそのまま変数間で

比較することが可能で、ある。

統計モデルは、空間構造を考慮しないロジスティック

回帰モデルと、 IntrinsicCARモデルを適用し、推定には

WinBUGSを用いた。 CARモデルでは、 2007年の調査地

点が 20m間隔であったことを勘案し、半径 21m以内の

点を隣接点とした。ただし、この条件では調査地点によ

っては隣譲点が 1点か 2点のみになってしまい、 MCMC

の計算が不安定になってしまう。そこで、第 3調節地全

体を覆う 20mメッシュの格子点をダミーとして加えた。

こうすることで、各地点の隣接点は最低 3点、多くの場

合に 8点となり、結合が十分になることで計算が安定す

る。ダミーの点は、モデルの中では欠損1伎として扱われ、

データ量自体は変化しないので、推定精度には影響を与

えない。

分布推定に有効な説明変数の評価のために、全変数を

含めたモデルで有意水準 5%の有意差検定(事後分布の

95%信用区間にゼロが含まれるかどうか)を行った。本

来はモデル選択を行うことが望ましいが、 l回の推定に 2

日近い計算時間がかかり複数のモデjレの比較が閤難であ

るためである。

トネハナヤス 1)分布推定モデルの結果と考察

Intrinsic CARモデルの DICは 51.3と、 GLMの 799.4

よりー桁も小さく、モテゃルの記述力がず、っと高くなった

(図的。 CARモデルを用いることでモデルの記述力が向

上するのは、先行研究と一致する傾向である (Simset al. 

2008)。トネハナヤスリの場合、空間的な構造をもった誤

差、つまり空間ランダム効果が非常に大きかったことが

第一の理由と考えられる。空間ランダム効果の値の分布

(図 10) と、予測されたトネハナヤスリの分布(図 9b)

はかなりよく一致している。

記述力と同時に、変数の相対的な重要性が大きく入れ

替わり、 5%有意水準で、効果が有意な説明変数の数が 6つ

から lつへと激減した(表 2)0GLMで有意な説明変数

が多かったのは、多くの先行研究が指摘しているように、

独立で、ない隣接した調査地点を独立で、あるとして扱って

しまう pseudoreplicationのために、第 l種の過誤が生じた

ことが原因と考えられる (Keitt巴tal. 2002 ; Legendre et al. 

2002 ; Latim巴ret al. 2006) 0 Intrinsic CARモデルでは 5丹

の第 2主成分のみが有意となった(表 2)05月の第 2主

成分は、緑色が強いほど大きい債をとる変数であり、 4
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図9. (a)空間自己相関を考慮しない GLM(DIC = 799.4)と、 (b)考慮した IntrinsicCARモデル (DIC= 51.3)の予
jfilJ分布確率。 Oは実際に観察されたトネハナヤスリの在(白抜き)・不在(黒)を表す。実際に観察された白い点と、

存在確率が高いと予測された白っぽい背景色の部分との一致性を比べると、 (b)のほうがはるかによく合っている

ことがわかる。 DICも (b)がー桁小さい。

月下旬に展葉し高密度なパッチを作るトネハナヤスリの

色が産接、航空写真に写っていると推澱される。また、 4

月の第 2主成分は辛うじて有意で、なかったものの、野焼

きの際に焼け残ったリターの部分で値が大きくなる変数

であった。:焼け残りが重なっていることでトネハナヤス

リの緑色が見えにくくなっていることを補正しているよ

うな変数と考えられる。

空間ランダム項の効果(図 10)が非常に大きかったこ

とから、今回、説明変数として用いた航空写真の情報だ

けでは説明しきれない未知の要因がある可能性が高い。

航空写真に反映されにくく、トネハナヤスリの分布に影

響しそうな要因としては、胞子の散布範囲、共生菌の分布、

栄養塩や pHなどの土壌環境、などが挙げられる。さらに、

説明変数関の相互作用や非線形な効果があるのに、モデ

ルでそれが考慮されていない場合にも残差に空間自己相

関が生じる可能性がある (Lichsteinet al. 2002)。得られた

空間ランダム効果の分布パターンと、これらの候補要国

の分布パターンの関係を調査することで、今後、モデル

を改善していく手がかりとすることができると考えられ

る。

図 10 空間ランダム効果の値の分布。笑|努に観察されたトネハ

ナヤスリの在・不在(それぞれ白と黒の点)と、ランダム効

果の大小がかなりよく一致しており、分布の多くが空間ラン

ダム効果によって説明されていることがわかる。
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表2 空間自己中日関を考慮しない GLMと、考慮した Intrinsic

CARモデルの説明変数の効果の相対的主主要性の比較。各月

の主成分は、 RGBの3バンドのデータについて主成分分析

を行って求めた値である。変数は、 IntrinsicCARモデルでの

回帰係数が大きい順に並べてある。

5%有意な場合の効果の正負
変数名 GL1在 Intrinsic CAR 

5月第2主成分 + 十

4月近赤外 NSt NS 
8月第2主成分 NS 
4月第2主成分 十 NS 
8月近赤外 NS 

4月第l主成分 NS NS 
4月第3主成分 + NS 
8月第l主成分 + NS 

草丈 NS NS 
地盤高 NS NS 

5月第3主成分 NS NS 
5月第l主成分 NS NS 
8月第3主成分 NS NS 

t Not significant 

Intrinsic CARモデルを有効活用するために

湿地・アカギモデルともに、 IntrinsicCARモデルでは

ロジスティック回帰モデルよりも、効果の強い変数が減

少すると同時に、記述力が向上するという、空間自己相

腐を考慮した場合に期待されるとおりの効果がみられた。

先に述べた IntrinsicCARモデルを用いるメリットは、 2

つの事例においても見ることができた。その lつは、調

査地点間の非独立性を考癒した無理のない仮定に基づい

て環境要因の効果を推定することで、空間自己相関に起

因する問題を解消できたと考えられることである。 2つ

の事例で効果の強い変数が減少して、結果に対するより

シンプルな解釈が可能になったのは、このためと考えら

れる O そして、もう 1つのメリットは対象生物について

の知識に基づいて空間的ランダム効果の推定値を解釈す

ることで、未知の環境要因や分布拡大プロセスに関する

洞察が得られたことである。仮説に基づいて実捺に調査

を行い、モデルに組み込んで検証することを繰り返すこ

とによって、より頑健で、応用範囲の広い予測モデルを

作ることができるとともに、対象に対する理解が深まっ

てゆくはずである。このような利用のしかたが Intrinsic

CARモデルの最も有効な活用方法ではないかと思われ

る。

しかしながら、 IntrinsicCARモデルは万能なわけでは

ない。先に述べたように、空間ランダム効果の値自体は、

モデル推定に用いた地点についてしか推定できないので、
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対象地域の外側での予測には不向きである。移動分散が

空間自己中日間の原閤となっているとわかっている場合に

は、Wikle(2003)や角谷 (2009)で紹介されているような、

拡散のプロセスを明示したアプローチの方が応用の範囲

が広いかもしれない。また、調査地点の間隔がいちじる

しく不規則である、見たい現象のスケールに対応してい

ない、データ数が少なすぎる、などの場合には正しい結

果が出ないこともありうる。得られたデータが、調査し

たその地点だけの情報を反映しているものか、ある範囲

の代表値であるのか、なども適切な手法を選ぶ際に考慮

したほうがよいだろう。興味ある現象がどのような空間

スケールで変動するかをイメージしながら調査地点の間

痛や範闘を設定する、データの質と量に見合った構造の

モデルにする、生態学的な知見に基づいて結果を解釈す

る、などによって誤りを避けることができるだろう。また、

ペイジアンクリギング (Diggieet al. 1998)や地理加霊園

帰 (Fotheringhamet al. 2002) など空間自己相関を考慮で

きる他のモデル(レビューは Dormannet al. 2007を参照)

や、交互作用の記述にすぐれたモデルと比較を行うこと

も有効と思われる。このような使い方をすることで、苦

労してとったデータから効果的に情報を抽出する手段の

lつとして IntrinsicCARモデルを役立てることができる

のではないだろうか。
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